
中国
岡山県　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

東武トラベル岡山支店 岡山県岡山市駅前町1-8-5-101(ドレミの街1F) 086-231-2241

紀伊國屋書店クレド岡山店 岡山県岡山市中山下1-8-45　NTTクレド岡山ビル4・5F 086-212-2551

中銀カード株式会社　　　　　　　　　　　　　★ 岡山県岡山市北区柳町２丁目１１番２３号　ちゅうぎん大供ビル４階 086-231-2271

デオデオ下中野店 岡山県岡山市下中野五ノ坪441 086-245-0311

イズミヤ津高店サービスカウンター 岡山県岡山市横井上83-3 086-255-2261

デオデオ一宮店 岡山県岡山市楢津621-1 086-284-8991

デオデオ商事岡山支店 岡山県岡山市楢津字道下621-1 086-286-0211

ナンバホームセンター備中高松店 岡山県岡山市小山531 086-287-9511

デオデオ東川原店 岡山県岡山市東川原215-1 086-270-2711

デオデオ西大寺店 岡山県岡山市松新町164-1 086-943-9111

ナンバホームセンター備前店 岡山県備前市香登西167-1 0869-66-8000

デオデオ備前店 岡山県備前市西片上字北1278-35 0869-63-3111

デオデオ玉野店 岡山県玉野市宇野8-2-1 0863-32-3111

ナンバホームセンター美作店 岡山県美作市楢原下1275-1 0868-72-8011

ナンバホームセンター院庄店 岡山県津山市院庄927-1 0868-28-1911

デオデオ津山店 岡山県津山市川崎158-4 0868-26-5111

ナンバホームセンター河辺店 岡山県津山市国分寺25-1 0868-26-4811

ナンバホームセンター山陽店 岡山県赤磐市高屋421-1 0869-55-4911

デオデオ山陽店 岡山県赤磐市下市砂田274-3 0869-56-0611

デオデオ新倉敷店 岡山県倉敷市新倉敷駅前1-102 086-526-7331

ナンバホームセンター倉敷店 岡山県倉敷市笹沖362-7 086-426-9111

イオンモール倉敷 岡山県倉敷市水江1 086-430-5200

デオデオ児島店 岡山県倉敷市児島小川町3686-1 086-474-3811

ナンバホームセンター児島店 岡山県倉敷市児島駅前1-84 086-472-8911

デオデオ笠岡店 岡山県笠岡市笠岡大磯106-13 0865-63-1201

デオデオ井原店 岡山県井原市下出部町2-15-6 0866-67-2828

デオデオ新見店 岡山県新見市新見210 0867-72-8411

ナンバホームセンター鴨方店 岡山県浅口市六条院中3470-2 0865-44-1311

ナンバホームセンター落合店 岡山県真庭市中392-3 0867-42-4211

鳥取県 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

トスク本店 鳥取県鳥取市行徳1-103 0857-37-0540

ナンバホームセンター鳥取東店 鳥取県鳥取市大杙202-1 0857-39-1211

デオデオ鳥取本店 鳥取県鳥取市叶305 0857-53-6311

ナンバホームセンター鳥取店 鳥取県鳥取市安長211-1 0857-26-4110

パープルタウン 鳥取県倉吉市山根557-1 0858-26-5111

デオデオ倉吉店 鳥取県倉吉市下田中町867 0858-22-3141

デオデオ米子店 鳥取県米子市米原5-6-31 0859-33-7211

デオデオ境港店 鳥取県境港市上道町一本松1979-2 0859-42-6511

島根県　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

ごうぎんクレジット本社　　　　　　　　　　　 ★ 島根県松江市白潟本町23 0852-27-1777

デオデオ松江店 島根県松江市東本町5-8 0852-23-8611

デオデオ安来店 島根県安来市飯島町藤木414-3 0854-23-2411

デパート　パラオ 島根県出雲市今市町259－1 0853-23-1717

デオデオ出雲店 島根県出雲市渡橋町796-１ 0853-23-2451

ナンバホームセンター出雲ドーム店 島根県出雲市平野町408 0853-30-7111

デオデオ石見大田店 島根県大田市大田町大田口1179-4 0854-82-5001

ショッピングセンターグリーンモール 島根県江津市嘉久志町２３０６－３０ 0855-54-0111

デオデオ江津店 島根県江津市和木町524 0855-52-5021



中国
野田久アベル店 島根県邑智郡邑南町矢上９９６ 0855-95-0299

野田久瑞穂店 島根県邑智郡邑南町山田７５－１ 0855-83-1315

デオデオ浜田店 島根県浜田市田町758-1 0855-23-5252

デオデオ益田店 島根県島根県益田市高津7丁目１０－３ 0856-23-5111

サン・チェリヴア 島根県雲南市木次町里方30-2 0854-42-2500

広島県　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

デオデオ福山本店 広島県福山市松浜町2-2-54 084-923-1566

東武トラベル福山支店 広島県福山市三之丸町1-1(福山とーぶホテル) 084-923-2000

デオデオ東福山店 広島県福山市春日町1-5-48 084-943-9811

デオデオ商事福山支店 広島県福山市南手城町4-13-1 084-928-0411

福通トラベル　　　　　　　　　　　　　　　　　　★ 広島県福山市東深津町4-16-25 084-926-7722

デオデオ尾道店 広島県尾道市天満町15-16 0848-23-2128

デオデオ備後府中店 広島県府中市中須町701-1 0847-51-5111

デオデオ庄原店 広島県庄原市西本町2-16-26 08247-2-4211

デオデオ三次店 広島県三次市十日市東4-5-6 0824-63-6121

デオデオ松永店 広島県福山市松永町5-13-21 084-934-1611

紀伊國屋書店広島店 広島県広島市中区基町6-27　広島センタービル6F 082-225-3232

デオデオ本店 広島県広島市中区紙屋町2-1-18 082-247-5111

中国しんきんカード本社 広島県広島市中区立町１－２４（有信ビル） 082-243-1181

デオデオネバーランド広島本店 広島県広島市中区大手町２－３－３ 082-247-3911

デオデオ八木店 広島県広島市安佐南区八木2-16-10 082-873-7711

イオンモール広島祇園 広島県広島市安佐南区祇園３－２－１ 082-832-3777

デオデオ沼田店 広島県広島市安佐南区沼田町大字伴7736-1 082-848-9811

デオデオ可部店 広島県広島市安佐北区亀山2-10-17 082-814-2344

デオデオ高陽店 広島県広島市安佐北区落合南3-2-12 082-843-8411

デオデオ五日市店 広島県広島市佐伯区五日市中央4-15-22 082-922-2251

アッセ1Fインフォメーション　　　　　　　　 　★ 広島県広島市南区松原町2-37 082-506-2555

デオデオ宇品店 広島県広島市南区宇品西2-16-51 082-250-0211

「アルパーク」東棟２Ｆ　インフォメーションカウンター 広島県広島市西区草津新町2ｰ26-1 082-501-1000

デオデオ広店 広島県呉市広中町1-18 0823-72-5111

デオデオ呉本店 広島県呉市西中央４－１－４８ 0823-21-4931

デオデオ焼山店 広島県呉市焼山北1-4-26 0823-33-5111

デオデオ江能店 広島県江田島市江田島町江南1-24-20 0823-42-3733

デオデオ商事広島支店 広島県甘日市市木材港8-22 0829-34-2122

デオデオ廿日市店 広島県廿日市市串戸2-17-12 0829-32-1115

デオデオ東広島本店 広島県東広島市西条町御薗宇4598-１ 082-423-3211

西条プラザ1Fインフォメーション 広島県東広島市西条西本町28-30 0824-23-6111

デオデオゆめタウン大竹店 広島県大竹市晴海1-6-15 0827-57-0011

デオデオ安芸府中店 広島県安芸郡府中町大須３－９－２１ 082-281-6111

イオンモール広島府中ソレイユ 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 082-561-0001

デオデオ海田店 広島県安芸郡海田町南つくも町13-1８ 082-823-3811

野田久加計店 広島県山県郡安芸太田町加計３２６９－１ 0826-22-1313

山口県　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

デオデオ岩国店 山口県岩国市麻里布町7-9-40 0827-21-2111

デオデオ南岩国店 山口県岩国市南岩国町1-20-36 0827-32-6111

デオデオ柳井店 山口県柳井市南町5-1-56 0820-22-5111

デオデオ光店 山口県光市大字浅江1-18-17 0833-72-6611

デオデオ下松店 山口県下松市桜町1-16-2 0833-44-2811

デオデオ周南本店 山口県周南市川崎3-17-8 0834-62-7111

デオデオ防府店 山口県防府市高倉1-3-32 0835-24-5521



中国
やまぎんカード本社　　　　　　　　 　　　　　★ 山口県下関市細江町2-2-1 0832-35-5811

デオデオ長府店 山口県下関市ゆめタウン2-3 0832-48-3811

ヒマラヤ山口店 山口県山口市大内矢田470-1 0839-27-0335

デオデオ萩店 山口県萩市土原川島沖田519 0838-25-8331

デオデオゆめタウン宇部店 山口県宇部市妻崎開作466-1 0836-44-5411

デオデオ長門店 山口県長門市東深川真名ケ崎724-4 0837-22-3611


